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1.  はじめに 

 

東日本大震災では，岩手，宮城，福島の 3 県で 300 

万トンを超える大量のコンクリートがれきが発生した
1）。このコンクリートがれきは，震災復興に向けて，

適切に，かつ有効に処理しなければならならないが，

コンクリートがれきと津波堆積物（津波により陸上に

運ばれた砂など）は，埋立材や道路用砕石，コンクリ

ート用再生骨材など，限られた用途に利用されている。 

一方，東日本大震災からの復旧・復興のためのコン

クリート用骨材が不足している状況を鑑みると，コン

クリートがれきを骨材として使用することが有効であ

ると考えられる。 

このようなことから，破砕したコンクリートがれき

にセメントと水を混合して，コンクリートの代替材料

となるようなセメント硬化体を開発した。本開発技術 

は，以下のような特徴を有している。 

・ 津波堆積土砂を含むコンクリートがれきを最大寸

法80mm程度に破砕し，セメントと水を混合して使

用する。 

・ 基本的に津波堆積土砂を分級しないで，また粒度

調整もせずに使用する。ただし，細粒分が不足す

る場合は津波堆積土砂を積極的に加えることもで

きる。 

・ スランプ0cmの超硬練りコンクリートと同様に，敷

均し，転圧締固めにより施工する。 

・ これらの作業はすべて移動式重機を用いて行える

ため，特別な設備を施工場所に設ける必要がない。 

著者らは，これまで要素実験として行った，コンク

リートがれきや津波堆積物の物性評価，セメント混合

物の練混ぜ性評価，およびセメント硬化体の圧縮強度

評価，さらには実機実験の実施状況を報告している 2）。 

本稿では，コンクリートがれきや津波堆積物を用い

たセメント硬化体の品質管理方法として，以下の 3 項

目について報告する。 

① 画像解析処理技術を用いたコンクリートがれき

の粒度分布の推定方法 

② セメント混合物の締固め性評価方法 

③ 実構造物適用時の品質管理方法 

＊１ 技術センター 土木技術研究所 土木構工法研究室 

＊２ 技術センター 知的財産部 特許室 

＊３ 技術センター 土木技術開発部 

図-1 本技術の開発フロー 

Fig.1  The development flow of technology 

 

・コンクリートがれきの物性評価 

 

材料試験 

練混ぜ 
試験 

強度試験 

・練混ぜ性状の目視確認とスランプ測定 

・加振による締固め性状の評価 

・圧縮強度と密度の測定 

 

・コア供試体の圧縮強度と密度の測定 

・小型供試体との相関性評価 

コンクリート 
がれきの品質評価 

コンクリートがれきと 
水・セメントとの練混ぜ性評価 

セメント硬化体の 
圧縮強度評価 

実際の施工を想定した方法 
で製作する供試体の品質評価 

品質管理方法の確立 

要
素
実
験 

実
機
実
験 



大成建設技術センター報 第 46 号(2013) 

15-2 

 

2.  技術開発の検討フロー 

 

図-1に本技術の開発フローを示す。技術開発のため

の要素実験として，コンクリートがれき破砕後の品質

を確認する材料試験，セメントや水と混合したときの

性状を確認する練混ぜ試験，および硬化後の物性を確

認する強度試験を実施した。さらに要素実験の結果を

受けて，実際の施工を想定した実機実験を行い，スラ

ンプ0cmの超硬練りコンクリートとしての製造と施工

ができるかを確認した2）。 

 最終的にはこれらの実験データをとりまとめて品質

管理方法を確立した。これらの実験は，写真-1に示す

釜石市で集積されているコンクリートがれきや津波堆

積物を用いて実施した。 

 

3.  セメント硬化体の品質管理方法に適用す

る各種要素技術 

 

3.1  画像解析処理によるコンクリートがれきの粒度

分布推定方法の評価 

実施工では，まず破砕したコンクリートがれきの粒

度分布の管理として，通常はふるい分け試験を行うが，

日常管理においては，より効率的な管理が必要となる。

そこで，画像解析法により推定された粒度分布とふる

い分け試験により得られた粒度分布とを比較して，画

像解析技術の適用性を検討した。 

図-2に画像解析処理の概要を示す。この画像解析技

術は，デジタルカメラで撮影した画像を二値化処理し，

所定の粒径毎の合計面積を求め，粒度分布曲線を作成

するものである3）。本実験では，1回の計測に20kgの試

料を使用した。 

写真-2に画像撮影状況を示す。コンクリートがれき

はベルトコンベアを使って落下させ，その状況をデジ

タルカメラにて撮影した。その際に整流板を通過させ，

ベルトコンベア上で重なり合った材料を薄層化させた。

また，画像の撮影は整流板通過後に行うが，材料抽出

を容易にするため，撮影する背景板に発光するバック

スクリーンを用いた。 

 実験では，ふるい分けにより求めた粒度分布，なら

びにその粒度分布に対して，粗粒分あるいは細粒分が

変化した場合を想定し，5mm以下のがれき質量率

“S/A”（練り混ぜたコンクリートがれきの全質量Aに

対する，5mmふるいを通過するがれきの質量Sの比率で，

通常のコンクリートの細骨材率s/aに相当する値であり，

質量率を意味することから，大文字のAとSで表す）を

20.0，31.5，45.0％のそれぞれに調整した粒度分布につ

いて測定した。 

図-3にJIS A 1102によるふるい分け試験における粒度

分布の実測値とその±3％の範囲，および画像解析処理

による推定粒度分布（測定回数4回）とその平均値を示

写真-1 コンクリートがれき 

Photo 1  Concrete rubble 
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デジタルカメラにて撮影 粒度範囲ごとの面積を算出 

図-2 画像解析処理技術の概要 

Fig.2  The outline of image analysis 

写真-2 画像撮影状況 

Photo 2  Condition of imaging 
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す。ふるい分けそのままの状態（S/A=31.5％），およ

びふるい分けの状態から粗粒分（S/A=20.0％），細粒

分を多く調整した状態（S/A=45.0％）のいずれも，粒

度分布の実測値の概ね±3％の範囲内にあり，高い精度

で粒度分布を推定できることから，粒度分布の品質管

理に適用できることが確かめられた。 

3.2  セメント混合物の締固め性評価 

振動ローラによる転圧仕様の超硬練りコンクリート

（スランプゼロ）における締固め性の評価は，スラン

プ試験にて行うことは難しいと考えられる。そこで本

研究では，加振締固め性試験による締固めエネルギー

と充填率の観点から評価を行った。 

表-1に超硬練りコンクリートの代表的な配合と締固

め性試験の結果を示す。ここで表中のE98とは，JSCE-F 

508にて充填率98％が得られる，すなわち完全充填時の

締固め完了仕事量と定義されている。本研究では，こ

れを参考に完全充填のできるセメント混合物の製造を

目指した。ここで，α，βとは充填性の指標であり，

αは式（1）に示すように，粒径5mm以下の細骨材相当

のがれきの実積率から求まる間隙体積と，それを充填

するセメントペースト体積の比率を表す指数である。

一方，βは式（2）に示すように，粒径5mmを超える粗

骨材相当のがれきの実積率から求まる間隙の体積と，

それを充填するモルタル体積の比率を表す指数であり，

いずれも配合理論上は1.0を上回らなければ，完全充填

が得られないことを意味する。 

図-4 に締固め性試験により得られた締固めエネルギ

ーと充塡率の関係を，締固め性試験終了後のセメント

混合物の表面性状の目視評価結果と併せて示す。適切

なコンシステンシーを有する超硬練りコンクリートの

表-1 代表的なコンクリート配合と締固め性試験結果 

Table 1  Mix proportions and compaction test result 

図-3 画像解析により求めた粒度分布 

Fig.3  Particle size distribution searched for by image analysis 

ふるい分けによる粒度分布 画像解析による粒度分布(測定 4 回の平均) ±3％の範囲 
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配合

番号

W/C

（％）

S/A

（％）

W

（kg/m
3
）

C

（kg/m
3
）

単位

ペースト量

（kg/m
3
）

α β
E98

（J/L）

充填率

（％）

表面の

状態

① 100 26.4 135 135 270 1.56 1.32 4.3 100.2 分離（ペースト過多）

② 100 27.8 135 135 270 1.14 1.99 5.1 101.1 分離（モルタル過多）

③ 100 32.4 150 150 300 1.22 1.68 22.4 99.5 良好

④ 105 27.5 131 125 256 1.24 1.10 149.6 88.7 充填不良（モルタル不足）

⑤ 100 36.7 150 150 300 1.12 1.61 133.6 93.2 充填不良（ペースト不足）

α＝（W/ρW＋C/ρC）/（S/wS－S/ρS） （1） 

β＝（W/ρW＋C/ρC＋S/ρS）/（G/wG－G/ρG） （2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

W：単位水量（kg/m3） C：単位セメント量（kg/m3） 

S：単位細骨材量（kg/m3） 

 

G：単位粗骨材量（kg/m3） 

 ρw：水の密度（kg/l） 

 

 

ρC：セメントの密度（kg/l） 

 ρS：細骨材の密度（kg/l） 

 

 

ρG：粗骨材の密度（kg/l） 

 wS：振動締固めによる表乾状態の 

細骨材の単位容積質量（kg/l） 

 

 

wG：振動締固めによる表乾状態の 

粗骨材の単位容積質量（kg/l） 

 

 



大成建設技術センター報 第 46 号(2013) 

15-4 

 

充填率 98％が得られる締固めエネルギーは，100～200 

J/L 程度以下であるとされている 4）。今回の試験にお

ける締固め性が良好な範囲は 22～100J/L とそれより小

さくなった。これは，一般的な超硬練りコンクリート

よりもペースト量が多いため，締固めエネルギーが，

より小さな範囲で締め固まったものと考えられる。一

方，締固めエネルギーが 100～150J/L の範囲では締固

め性が不良であると評価されたが，これは，締固めに

必要なペースト量が足りなかったものと推察される。 

写真-3には，それぞれの評価結果に対応するセメン

ト混合物の表面状況の一例を示した。 

上述のように，今回のセメント硬化体においては，

締固めエネルギーが100J/L以下で充塡率98％以上とな

った（写真-3(C)）。ただし，締固めエネルギーが22J/L

より小さくなると，充塡率が100％近くなり，セメント

混合物表面は分離した状態が見られた（写真 -3 

(A),(B)）。これは，表-1に示した配合①，②のように，

α，βのどちらかの値が過大なため，配合①では5mm

以下の骨材間の間隙体積を埋めるセメントペースト，

配合②は5mm以上の骨材間の間隙体積を埋めるモルタ

ルの量が過剰であるためと考えられる。これに対して，

締固めエネルギーが100J/L以上となる場合においては，

充塡率98％以上を得ることはできず，締固め性試験後

のセメント混合物の表面は充填不良が認められた（写

真-3 (D),(E)）。これは，配合④（写真-3 (D)）のように

βの値が過少で，5mm以上の骨材間の間隙体積を埋め

るモルタルの量が不足していたことが要因であると考

えられる。 

一方，配合⑤（写真-3 (E)）のように，α，βの値は

締固め性が良好な配合③と同等程度であるにも拘らず，

充填不良が観察されるなど，セメント混合物表面の性

状は明らかに異なり，α，βの値のみでセメント混合

物の充填性は評価できないことが確かめられた。 

図-5にS/Aを変化させたセメント混合物の締固め3分

後の充填率と単位ペースト量の関係を示す。ここで，

充填率を3分間の加振締固めにより評価したのは，この

程度の加振で充填率がほぼ収束したためである。 

図-5によれば，いずれのS/Aにおいても単位ペースト

量が多くなるにしたがって，充填率は高くなるが，S/A 

によって完全充填できる単位ペースト量は異なること

がわかる。これは，S/Aごとにがれきの間隙を充填する

のに必要な単位ペースト量が存在することを示してい

る。すなわち，配合⑤で充填率が98％に到達しなかっ

たのは単位ペースト量が少ないために良好な締固め性
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写真-3 締固め性試験後の表面状況 

Photo 3  Surface condition after the compaction test 

図-5 単位ペースト量と充填率の関係 

Fig.5  Unit paste volume and filling factor 
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が得られなかったと考えられる。このことから，コン

クリートがれきのS/Aが小さい場合には，粒径5mm以下

の細粒分量として津波堆積物を加えることも有効であ

ると考えられる。 

以上より，セメント硬化体の配合ついては，加振締

固め性試験により，充填性を表す指数や細骨材質量率

を指標とし，コンシステンシーの評価を行うことで選

定できると考えられる。 

3.3  実機実験におけるコア強度試験結果 

著者らは，コンクリートがれきを水・セメントと混

合させたセメント混合物を実機ミキサで練混ぜ，転圧

施工できること確認した2）。本稿では，転圧後のセメ

ント硬化体より採取したコア強度の検討結果について

報告する。 

表-2に実機実験に用いた配合を示す。水セメント比

を105％，単位セメント量を150kg/m
3としたものであり，

締固め性試験において完全充填できる配合である。な

お，転圧回数は無振動2回＋有振動8回の計10回とした。 

転圧コアは，直径がφ 150mmとφ 250mmで長さ

600mmの2種類を採取した。採取したコアは，径と長さ

の比が2.0になるように切断，整形して密度と圧縮強度

の測定を行った。ただし，コア採取の途中で折損した

ものは，径と長さの比が可能な限り大きくなるように

切断，整形して試験に供した。 

図-6にコア直径もしくは供試体直径，練混ぜ方法，

ならびに締固め方法を要因とした場合の圧縮強度試験

結果を示す。それぞれのパラメータの詳細を以下に示

す。なお，この圧縮強度は，3本の平均を示している。 

①コア直径もしくは供試体直径：転圧コアφ150mmか

φ250mm，供試体径φ150mmによる 

②締固め方法：締固め性試験装置を用いた加振締固め

か振動ローラを用いた転圧締固めによる 

③練混ぜ方法：室内ミキサか実機ミキサによる 

コアの採取方法をJIS A 1132に準拠すると，骨材最大

寸法80mmに対しては，コア直径は3倍以上，すなわち

本実験では直径φ240mm以上が必要とされが，直径φ

250mmのコアの採取や圧縮強度試験には多大な労力を

要する。今回の転圧締固めコア供試体において，コア

の直径φ250mmの圧縮強度（8.3N/mm
2）は，コア直径

φ150mm（6.8N/mm
2）に比べて大きい。この結果より，

圧縮強度試験用のコアあるいは供試体の寸法を，コア

採取や試験が比較的容易な直径φ150mmとすることは，

圧縮強度を過大評価することはなく，かえって安全側

の評価が行えるため，十分可能であることが分かる。 

締固め方法が異なる，転圧コア供試体（直径φ

250mm）と加振締固め供試体（直径φ150mm）を比較

すると，供試体径は異なるにも拘らず，圧縮強度は同

程度であった。これは，ウェットスクリーニング

（40mm）により供試体の直径を最大粒径の 3 倍以上を

確保したことなどが要因として挙げられる。 

練混ぜ方法の違いについて見てみると，室内ミキサ

により練混ぜを行った供試体の圧縮強度は，実機ミキ

サよりも1.5倍大きくなる結果を示し，練混ぜ性能や表

面水のばらつき等が影響していると考えられる。これ

より，適切な品質管理を行うためには，コンクリート

がれきの表面水のばらつきを加味して，表面水の連続

計測であるRI法などを適用し，リアルタイムの判定が

必要になると考えられる。 

表-2 実機実験に用いた配合 

Table 2  Mix proportion 

水 セメント がれき

105 35.1 1.23 1.56 158 150 1848

W/C
（％）

単位量（kg/m3）
βα

S/A
（％）

図-6 転圧後コアと締固め供試体の圧縮強度 

Fig.6  Compressive strength of core and compaction specimen 
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4.  実構造物に適用するための品質管理方法 

 

上述の実験結果より，コンクリートがれきを実構造

物に適用するにあたっては，初めに破砕したコンクリ

ートがれきの品質確認を行い，所定の強度を有する配

合の設計作業が必要である。また，適用段階において

は日常的な品質管理が必要となる。ここでは，コンク

リートがれきの破砕方法と粒度分布の管理方法，配合

設計方法，および日常的な品質管理項目を提案する。 

4.1  破砕方法と粒度分布の管理方法 

図-7にコンクリートがれきの品質確認フローを示す。

コンクリートがれきの粒度分布の調整は，破砕機の刃

間隔の調整によるが，集積されているコンクリートが

れきの状態によっては，一次破砕のみでは所定の粒度

に調整できない場合も考えられる。このような場合に

は，再度，破砕機の刃間隔を調整した上で二次破砕す

るか，粒径5mm以下の細粒分を人工的に調整すること

で所定の粒度が確保できる。粒径5mm以下の細骨材と

しては，津波堆積物を積極的に加えることも有効な手

法となる。また，コンクリートがれきの粒度分布の管

理には画像解析処理技術を取り入れ，その結果をリア

ルタイムに反映する。 

 

4.2  セメント硬化体の配合設計方法 

図-8 にセメント硬化体の配合設計フローを示す。要

求される設計基準強度に対して，室内実験と実構造物

との差異を勘案した割増係数を乗じた供試体圧縮強度

を設定する。これを水セメント比と供試体圧縮強度と

の関係式に当てはめ，水セメント比を決定する。次に，

本実験結果から得られた S/A と完全充填するのに必要

な単位ペースト量との関係から，単位水量，単位セメ

ント量，および単位がれき量を求める。このときの充

填性は締固め性試験により評価し，充填性に関する指

標α，βを得て，品質管理の基準とする。充填性が不

良な場合は，単位水量と単位セメント量を調整して，

適切なα，βの範囲を定める。ただし，単位水量と単

位セメント量が過大になるときは，S/A を調整するこ

とも考えられる。これによって定めた配合で試験練り

を行い，所定のスランプと加振締固め性，および圧縮

強度が得られることを確認する。 

室内試験により選定した配合に対して，実機ミキサに

よる試験練りを行い，スランプと加振締固め性を確認

し，転圧実験で製作したセメント硬化体からコアを採

取して圧縮強度と密度を確認することで配合が選定さ

れる。このとき，コアの直径は，破砕したコンクリー

トがれきの最大寸法80mmの3倍以上を確保するため，

φ250mmを基本とする。ただし，室内試験供試体や実

機実験での加振締固め供試体の直径は，最大寸法40mm

にウェットスクリーニングをしてφ150mmとなること

から，実際の施工時の品質管理でもφ150mmを用いる。

そのため，コアはφ150mmも採取して，径の影響がど

の程度であるかを実機実験の際に確認する。 

粗破砕および混入している鉄筋等の除去

品質管理範囲の粒度に入るか？
NO

YES

破砕機の刃の間隔をパラメータにした破砕
およびふるい分けによる粒度分布の測定

配合設計へ

2次破砕もしくは砂の増減＊による調整

重金属等の溶出試験の実施

規格値以下であるか？
NO

YES

対策を講じるか？
例えば，洗浄など

YES

コンクリートがれきとして適用除外

NO

検討開始

＊天然砂もしくは津波堆積物

図-7 コンクリートがれきの品質確認フロー 

Fig.7  The quality confirmation flow of concrete rubble 
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室内加振締固め供試体の圧縮強度の測定

実測の細骨材質量率と必要最少単位ペースト量との関係から，
単位水量・単位セメント量・単位がれき量の算出

α，βは適切な範囲内か？
単位水量，
単位セメント量の修正

NO
単位水量，単位セメント量が過大でないか？

5mm以下の砂量の調整による
細骨材質量率の修正

YES

中心W/C，中心W/C±10％の3水準の水セメント比を設定

室内練混ぜ試験の実施

スランプ，加振締固め性は適切か？
NO

YES

YES

要求される圧縮強度を満足しているか？

YES

YES

転圧回数の設定，実機による転圧の実施

転圧コア供試体は
要求される圧縮強度を満足しているか？

実機による練混ぜの実施

NO

スランプ，加振締固め性は適切か？

YES

転圧による締固め性は適切か？

YES

NO

NO

実機加振締固め供試体の管理基準圧縮強度の決定
（転圧コア供試体に乗じる割増し係数γcの決定）

管理基準RI密度の設定

NO

暫定配合の設定（中心W/C，中心W/C±10％の3水準）

転圧回数の再設定

沈下量，RI密度の測定

室内実験

実機実験

管理値の
設定

α，βの適切な範囲を
実測結果に合わせて修正

W/Cと圧縮強度の関係を
実測結果に合わせて修正

室内実験時における水セメント比（中心W/C）を設定

構造物に要求される圧縮強度から，割増し係数γaを乗じた
室内実験時の目標圧縮強度の設定

実機加振締固め供試体，転圧コア供試体の圧縮強度の測定

コンクリートがれきを用いたセメント硬化体の配合，
実機転圧回数，管理基準RI密度，および

実機加振締固め供試体の管理基準圧縮強度の決定

室内加振締固め供試体の圧縮強度の再設定
（転圧コア供試体に乗じる，割増し係数γmの設定）

NO

検討開始

図-8 セメント硬化体の配合設計フロー 

Fig.8  Mix proportion design flow of cement hardener 
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実機転圧コアで所定の圧縮強度が得

られない場合には，割増係数を再設定

した後に室内試験に戻って再検討する。

以上より，振動ローラの起振力と転圧

回数，管理基準RI密度，および実機ミ

キサでたセメント混合物を加振締固め

した供試体による管理基準圧縮強度が

決められる。 

4.3  日常的な品質管理項目 

表-3に日常的な品質管理方法を示す。

破砕したコンクリートがれきの粒度分

布の管理において，画像解析処理技術

を適用し，リアルタイムで配合に反映

させる必要があると考えられる。 

実機ミキサでの練混ぜでは，練混ぜ

性状を確認する。このとき，練混ぜ性

状が適切でない場合には，コンクリー

トがれきの含水率を測定し，必要に応じて表面水の補

正を行う。含水率の測定方法としては，フライパンを

用いて強制的に乾燥させる方法や，乾燥炉を用いて乾

燥させる方法が通常行われているが，結果が得られる

までに時間を要する。そのため，RI法により効率的に

含水率を連続測定する方法を適用し，リアルタイムで

配合に反映させる。また，実機ミキサで練り混ぜたセ

メント混合物から供試体を採取して圧縮強度と密度を

測定し，要求される圧縮強度を確保していることを確

認する。このときの供試体の製作方法としては，本実

験で用いた加振締固め性試験装置を用いる。 

転圧に関しては，沈下量とRI密度を測定する。沈下

量は適切な転圧締固めが行えていることを確認する指

標となり，予め定められた転圧回数と沈下量との関係

を基準に評価する。以上の品質管理の結果は，品質管

理記録として残し，日常の品質管理に反映させる。 

 

5.  まとめ 

 

（1）画像解析処理によるコンクリートがれきの推定粒

度分布は，ふるい分けによる粒度分布の概ね±3％の範

囲内にあった。このことから，施工時における粒度分

布の品質管理に画像解析処理技術を適用することは十

分可能であると考えられる。 

（2）コンクリートがれきを用いたセメント硬化体の配

合は，設計基準強度に基づき水セメント比を設定し，

完全充填するのに必要な単位ペースト量をS/Aに応じて

定める。このときの充填性は締固め性試験により評価

し，充填性に関する指標α，βを得て，品質管理の基

準とする。 

（3）以上の実験と考察から，津波堆積物を含むコンク

リートがれき用いたセメント硬化体の製造方法，施工

方法，ならびに品質管理手法を確立することができた。 
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測定対象 測定項目 測定方法 測定頻度

RI法（放射線測定法） 連続計測

強制乾燥法（フライパン法） 1回/2時間

強制乾燥法（乾燥炉法） 1回/日

画像解析法 連続計測

ふるい分け法（JIS A1102） 1回/日

密度・吸水率 JIS A1109，JIS A1110 1回/日

単位容積質量・実積率 JIS A1104 1回/日

有害物質溶出量 環境庁告示第46号の方法 1回/週

スランプ JIS A1101 1回/日

加振締固め性 JSCE-F508 1回/日

転圧回数 目視確認 各層

供試体圧縮強度・密度 JIS A1108 1回/日

（粘着力・内部摩擦角） （土の三軸圧縮試験） （1回/日）

現地密度 RI法（放射線測定法） 1回/日

有害物質溶出量 土木学会規準JSCE-G 575 1回/週

コア圧縮強度・密度 JIS A1107 必要に応じて

セメント硬化体の測定のうち，粘着力と内部摩擦角は，地盤改良土の考え方に準じて材料特性値を決定
したときに測定項目に加える．

破砕した
コンクリートがれき

含水率

粒度分布

セメント混合物

セメント硬化体

表-3 実構造物での品質管理項目 

Table 3  The quality control in actual structure 


